
教科名 館名

出版社 学年 巻数 単元 関連する展示 館内で利用可能な教材等 貸出可能な教材等 提供できる話題・解説等

学習プ
ログラ

ム・ワー
クシート
の有無

その他

小３・４ 上
わたしのまち　みんなのま
ち

現代産業の歴史：石油産
業

石油コンビナート模型，海
に面した石油コンビナート
の映像

展示資料・解説 ×

小３・４ 上
はたらく人とわたしたちの
くらし（店ではたらく人）

先端技術への招待：先端
技術と地球環境

アルミニウムの原料、ガラ
スの原料とカレット、ペット
ボトルの再生品

展示資料・解説 ×

小３・４ 上
はたらく人とわたしたちの
くらし（農家の仕事の補助
教材）

現代産業の歴史：鉄鋼産
業

古い時代の製鉄と現代の
製鉄所

展示資料・解説 ×

小３・４ 上 かわってきた人々のくらし 現代産業の歴史
エジソン電球，初期の電
気製品

展示資料・解説・体験
19世紀の世界における電気製
品

×

小３・４ 下
住みよいくらしをつくる（水
はどこから）

先端技術への招待
パネル「水の循環と酸性
雨」

展示資料・解説 ×

小３・４ 下
住みよいくらしをつくる（ご
みのしょりと利用）

先端技術への招待：先端
技術と地球環境

アルミニウムの原料，ガラ
スの原料とカレット，ペット
ボトルの再生品，パネル
「ごみは生まれかわる」

展示資料・解説
リサイクル

×

小３・４ 下
くらしをささえる電気（水は
どこからの補助教材）

現代産業の歴史，放電実
験室，先端技術への招待

火力発電所（模型），ター
ビンロータ，風力発電，太
陽電池，燃料電池火力発
電所の映像

ソーラークッカー

展示資料・解説，体験
電力供給・発電所のしくみ
雷から事故を防ぎ送電鉄塔を守
る技術，これからの発電システ
ム

×

小３・４ 下
きょう土を開く（博物館で
調べる）

現代産業の歴史
パネル

展示物・パネル・映像で現代産
業を調べる

×

小３・４ 下 わたしたちの県 現代産業の歴史

石油コンビナート（模型），
石油コンビナートの映像，
京葉工業地域のパネル・
映像，「千葉県の産業の
歴史」パネル・映像

展示資料・解説
京葉工業地域と千葉県の産業

×

小５ 上 わたしたちの国土 先端技術への招待
宇宙からみた千葉県の写
真（陸域観測技術衛星「だ
いち」撮影）

展示資料・解説 ×
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小５ 上
わたしたちの生活と食料
生産

先端技術への招待
バイオテクノロジー，成長
点を培地に植えつけてか
らの生育のようす（模型）

展示資料・解説
組織培養・細胞融合・遺伝子組
み換えなどのバイオテクノロ
ジーとその利用

×

小５ 下
わたしたちの生活と工業
生産

現代産業の歴史，先端技
術への招待

Ｔ型フォード，レーシング
カー，タリップ号（電気自動
車），京葉工業地域のパ
ネル・映像，千葉県の産
業の歴史パネル、映像

展示資料・解説
自動車産業における鉄の大量
生産の始まり，燃料電池のしく
み，ファインセラミックスなどの
新素材

×

タリップ号は時期限定，現代
産業の歴史のフロアでは、
「すごろく探検シート」を使っ
ての学習が可能

小５ 下
くらしを支える製鉄業（自
動車をつくる工業の補助
教材）

現代産業の歴史

鉄の原料，高炉（1/10模
型），ベッセマー転炉（1/2
模型），鉄を使った建造
物・製品，銑鉄1トンの原
料鉄鋼シアター映像「鉄の
できるまで」，千葉県の産
業の歴史パネル・映像

展示資料・解説
製鉄の歴史，製鉄所の生産工
程

×
現代産業の歴史のフロアで
は、「すごろく探検シート」を
使っての学習が可能

小５ 下
情報化した社会とわたした
ちの生活

先端技術への招待
光ファイバの軸合せ・レー
ザーゲーム

展示資料・体験
光ファイバの特性と光通信のしく
み

×

小５ 下 わたしたちの生活と環境
先端技術への招待：先端
技術と地球環境

アルミニウムの原料，ガラ
スの原料とカレット，ペット
ボトルの再生品，パネル
「ごみは生まれかわる」

展示資料・解説 ×

小６ 上 江戸の文化と新しい学問 エレキテル模型キット
体験  平賀源内が作製したエレ
キテルの構造

× 要相談

小６ 上 世界に歩み出した日本 現代産業の歴史
短刀，パネル「八幡製鉄
所内の圧延機、平炉」

展示資料・解説
木炭を使った製鉄から転炉の発
明による鉄鋼の大量生産へ

×

小６ 上
新しい日本、平和な日本
へ

現代産業の歴史 「千葉県の産業の歴史」パ
ネル・映像

展示資料・解説 ×

小６ 下 世界の中の日本 先端技術への招待
パネル「炭酸ガスと温暖
化」「水の循環と酸性雨」

展示資料・解説 ×

小３・４ 上
もっと知りたい　みんなの
まち

現代産業の歴史 石油コンビナート（模型） 展示資料・解説 ×

小３・４ 上
見直そう　わたしたちの買
い物

先端技術への招待
アルミニウムの原料、ガラ
スの原料とカレット、ペット
ボトルの再生品

展示資料・解説 ×

小３・４ 上 調べよう　物をつくる仕事
現代産業の歴史：鉄鋼産
業

パネル
展示資料・解説
古い時代の製鉄と現代の製鉄
所

×

小３・４ 上 さぐってみよう　昔のくらし 現代産業の歴史
エジソン電球，初期の電
気製品

展示資料・解説・体験
19世紀の世界における電気製
品

×

小３・４ 下 健康なくらしとまちづくり
先端技術への招待：先端
技術と地球環境

パネル「ごみは生まれか
わる」

アルミ缶・ガラスびん・ペットボト
ルのリサイクル

×

東京書籍
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小３・４ 下
（広げる深める）くらしをさ
さえる電気はどこから

現代産業の歴史，放電実
験室，先端技術への招待

ソーラーパネル，燃料電
池，火力発電所の映像

展示資料・解説・体験
電力供給・発電所のしくみ
雷から事故を防ぐ技術・送電鉄
塔を守る技術，これからの発電
システム

×

小３・４ 下
昔から今へと続くまちづく
り

現代産業の歴史 パネル
展示物・パネル・映像で現代産
業を調べる（博物館を利用した
調べ方）

×

小３・４ 下
わたしたちの県のまちづく
り

現代産業の歴史
石油コンビナート（模型）・
映像，京葉工業地域のパ
ネル・映像

展示資料・解説
京葉工業地域と千葉県の産業

×

小５ 上 食料生産を支える人々 先端技術への招待

バイオテクノロジー，オレ
タチ（実物），成長点を培
地に植えつけてからの生
育のようす（模型）

展示資料・解説
組織培養・細胞融合・遺伝子組
み換えなどのバイオテクノロ
ジーとその利用

×

小５ 上 工業生産を支える人々
現代産業の歴史
先端技術への招待

Ｔ型フォード，レーシング
カー，鉄の原料，高炉
（1/10模型），いろいろな
鉄製品，燃料電池・セラ
ミックス鉄鋼シアター映
像，タリップ号（電気自動
車），京葉工業地域のパ
ネル・映像

展示資料・解説
自動車産業における大量生産
の始まり，製鉄所の生産工程，
燃料電池のしくみ，ファインセラ
ミックスなどの新素材

×

タリップ号は時期限定
現代産業の歴史のフロアで
は、「すごろく探検シート」を
使っての学習が可能

小５ 下
世界を宇宙から見てみよ
う

先端技術への招待
宇宙からみた千葉県の写
真（陸域観測技術衛星「だ
いち」撮影）

展示資料・解説 ×

小５ 下 くらしを支える情報 先端技術への招待
光ファイバの軸合せ，レー
ザーゲーム

展示資料・解説・体験
光ファイバの特性と光通信のしく
み

×

小５ 下 環境を守る人々 先端技術への招待

アルミニウムの原料，ガラ
スの原料とカレット，ペット
ボトルの再生品パネル「ご
みは生まれかわる」

展示資料・解説
アルミ缶・ガラスびん・ペットボト
ルのリサイクル

×

小５ 下
（広げる深める）新しいエ
ネルギーについて調べよ
う

現代産業の歴史，先端技
術への招待

風力発電，太陽電池，燃
料電池パネル，「廃木材
からの燃料用エタノール
製造技術の実用化研
究」，ソーラーパネル，燃
料電池

ソーラークッカー
展示資料・解説・体験
クリーンエネルギー

× ソーラークッカーは要相談

小５ 下 国土を守る 先端技術への招待
パネル「炭酸ガスと温暖
化」

展示資料・解説 ×

小６ 上 武士の世の中 エレキテル模型キット
平賀源内が作製したエレキテル
の構造（新しい学問）

× 要相談

教育出版



小６ 上 近代国家へのあゆみ 現代産業の歴史
短刀，パネル「八幡製鉄
所内の圧延機、平炉」

展示資料・解説
木炭を使った製鉄から転炉の発
明による鉄鋼の大量生産へ

×

小６ 上 戦争から平和へ 現代産業の歴史
「千葉県の産業の歴史」パ
ネル・映像 展示資料・解説 ×

小６ 下 日本と世界のつながり 先端技術への招待
パネル「炭酸ガスと温暖
化」「水の循環と酸性雨」

展示資料・解説 ×

小３・４ 上
わたしたちの住むまち　ど
んなまち

博物館の仕事を調べる ×

小３・４ 上
はたらく人とわたしたちの
くらし

先端技術への招待
アルミニウムの原料，ガラ
スの原料とカレット，ペット
ボトルの再生品

展示資料・解説
アルミ缶・ガラスびん・ペットボト
ルのリサイクル

×

小３・４ 上
はたらく人とわたしたちの
くらし

現代産業の歴史：鉄鋼産
業

パネル
展示資料・解説
古い時代の製鉄と現代の製鉄
所

×

小３・４ 下
健康なくらしを守る仕事
（ごみのゆくえは、どうなっ
ているの）

先端技術への招待

アルミニウムの原料，ガラ
スの原料とカレット，ペット
ボトルの再生品パネル「ご
みは生まれかわる」

展示資料・解説
アルミ缶・ガラスびん・ペットボト
ルのリサイクル

×

小３・４ 下
（広げる深める）新しいエ
ネルギーについて調べよ
う

現代産業の歴史，先端技
術への招待

風力発電，太陽電池，燃
料電池パネル，「廃木材
からの燃料用エタノール
製造技術の実用化研
究」，ソーラーパネル，燃
料電池

ソーラークッカー
展示資料・解説
太陽光を利用した調理

× ソーラークッカーは要相談

小３・４ 下
健康なくらしを守る仕事
（水道の水は、どこからく
るの）

先端技術への招待
パネル「水の循環と酸性
雨」

展示資料・解説 ×

小３・４ 下 くらしの中に伝わる願い 現代産業の歴史 パネル
展示物・パネル・映像で現代産
業を調べる（資料館や博物館に
行ってみよう）

×

小３・４ 下 くらしの中に伝わる願い 現代産業の歴史
エジソン電球，初期の電
気製品，ブリタニア号（ミニ
蒸気機関車）

展示資料・解説
20世紀の世界における電気製
品

×

小３・４ 下 わたしたちの県のようす 現代産業の歴史
石油コンビナート（模型）・
映像，京葉工業地域のパ
ネル・映像

展示資料・解説
京葉工業地域と千葉県の産業

×

小５ 上 世界の中の日本 先端技術への招待
宇宙からみた千葉県の写
真（陸域観測技術衛星「だ
いち」撮影

展示資料・解説 ×

小５ 上
わたしたちのくらしをささえ
る食料生産

先端技術への招待

バイオテクノロジー，オレ
タチ，成長点を培地に植え
つけてからの生育のよう
す（模型），ＤＮＡ二重らせ
ん模型，ＤＮＡ自動シーケ
ンサ

展示資料・解説
組織培養・細胞融合・遺伝子組
み換えなどのバイオテクノロ
ジーとその利用。
ＤＮＡとは何か。

×

教育出版
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小５ 上
わたしたちのくらしをささえ
る工業生産

現代産業の歴史，先端技
術への招待

Ｔ型フォード，レーシング
カー，燃料電池，セラミック
ス，鉄の原料，高炉（1/10
模型），いろいろな鉄製
品，鉄鋼シアター映像，タ
リップ号（電気自動車），京
葉工業地域のパネル・映
像

展示資料・解説
自動車産業における大量生産
の始まり，製鉄所の生産工程，
燃料電池のしくみ，ファインセラ
ミックスなどの新素材

×

タリップ号は時期限定，現代
産業の歴史のフロアでは、
「すごろく探検シート」を使っ
ての学習が可能

小５ 下 わたしたちのくらしと情報 先端技術への招待
光ファイバの軸合せ、レー
ザーゲーム

展示資料・解説・体験
光ファイバの特性と光通信のしく
み

×

小５ 下 わたしたちのくらしと環境 先端技術への招待
パネル「炭酸ガスと温暖
化」「水の循環と酸性雨」

展示資料・解説 ×

小５ 下 わたしたちの生活と環境 先端技術への招待

アルミニウムの原料，ガラ
スの原料とカレット，ペット
ボトルの再生品，パネル
「ごみは生まれかわる」

展示資料・解説
アルミ缶・ガラスびん・ペットボト
ルのリサイクル

×

小６ 上
「徳川の世」は、どんな世
だったの（新しい学問）

エレキテル模型キット
平賀源内が作製したエレキテル
の構造

× 要相談

小６ 上
新しい国づくりは、どう進
められたの

現代産業の歴史
短刀，パネル「八幡製鉄
所内の圧延機、平炉」

展示資料・解説
木炭を使った製鉄から転炉の発
明による鉄鋼の大量生産へ

×

小６ 上
平和な日本を目ざし、どう
歩んでいるの

現代産業の歴史 「千葉県の産業の歴史」パ
ネル・映像

展示資料・解説 ×

小６ 下 世界の人々とわたしたち 先端技術への招待
パネル「炭酸ガスと温暖
化」「水の循環と酸性雨」

展示資料・解説 ×

日本文教
出版


